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かけてほしい迷惑っていうもの。
本当に困っている人が、自分を頼ってくれるとうれしい。

困っているとわかっていても、なにをしたら助けになる

かわからないとき、具体的にこうしてほしいと伝えてく

れると、できうるかぎり協力したいと思う。

だれかの役にたつことが嫌いな人は、そんなにいない

んじゃないかな。

でも、暮らしのなかで、そういう迷惑をかけてくれる人

はあんまりいない。上手に人を頼ることができる人を見

ると、清 し々くて気持ちがいい。 うらやましいなと思う。

こういうのはいやだなって思うこと。
並んでいるのにわりこまれた、ずるしてる、ごみのポイ

捨て、車の運転マナー、ところかまわず大騒ぎ…。 人に

よっては、子どもの泣き声、笑い声なんかも。

常識というものが少なからず世の中にはあって、そこに

はずれたことをしている人のことを、なんて迷惑な人な

んだろうと思う。

だけどよく考えてみると、常識っていうのも人それぞれ。

だから、これは常識だと疑いもしないようなことが、ある

人にとっては迷惑なことで、たとえば子どもの騒ぐ声が

うるさいという苦情があったりするわけなんだろう。

これは結局、かかわりのないだれかのせいで、自分が損

したくないってことなのかも。 知ってる親しいあの人な

ら許せるけど、知らないだれかにはやさしくなれない。

そんな思いもあるのかもしれない。

じゃあ自分の立ち位置は？
さらに、自分がそんな迷惑をかけるような人だと思わ

れたくないから、空気を読む。

でもそれは、相手の立場で考えているわけではなく保

身でしかないということに、おそらくみんな気づいてい

る。迷惑をかけると、非常識だと思われたり、嫌われたり

するかもしれない。 そんなことにな

るぐらいなら、と思う気持ちはよく

わかる。

だけど、たぶん大切にしなきゃいけ

ないのは、相手の嫌がることをしな

い、ってことなのかなと思う。

自分がされて嫌なこと、ほかの人に

はしないでね、って子どもによく言ってしまう。 なかなか

伝わらないけど、それは大事なことじゃないかと思って

いる。

でもそれは、迷惑をかけない、ということとは違う気が

する。 嫌なことをしない＝迷惑をかけない、じゃないと

思う。

たぶん、生きているだけでなにかしらの迷惑をかけてい

る。 迷惑かけずに生きるって、不可能に近い気がする。

自助、共助、なんとかってちょっと前に聞いたけど、自分

の力でなんとかしなきゃとぎりぎりまでがんばることは

ない。

迷惑かけずにがんばる力より、困ってる

よ、助けて、っていえる人になること、そ

んな人を育てるほうが、難しいのかも。

いまの社会は、なかなかそれを許してく

れないから。 ひとりで抱え込んで、苦し

くなってしまう。

へんに空気を読むことなんかせず、生き

ていける世の中になれば、みんな生き

やすいのかもしれないね。（カキタ）

こ ど も ス テ ー シ ョ ン 山 口 は

子どもたちが文化芸術に親しんで、心ゆたかな子ども時代

を過ごせることを願って活動しています。 プロの舞台芸術

に出会う舞台鑑賞会のほかに、キャンプやこどもまつりな

ど、たくさんの仲間といっしょに活動できる場をサポート。 

大人にも、”子どもと共に育ちあう”学習の機会を提供して

います。また各地区ブロックでは、会員が地域のつながりを

大切にしながら独自の楽しい活動を行っています。

入会お待ちしています…舞台鑑賞会の入場料が無料です！

正会員    月会費2,500円（子どもの登録OK）
　　　    子どもの登録料（一人500円/年）
準会員    月会費1,300円（大人だけの参加）
賛助会員 　個人会費：一口  5,000円/年　
　　　　　　団体会費：一口10,000円/年

※寄付も随時、募っています。  
※年間3,000円以上ご寄付いただいた方は確定申告により、税額控
　除が受けられます。

編集後記
■冬は温かいマスク。でも、一体いつまで！？大人の１年より、子ど
もの１年のほうが濃くて尊いものに感じます。コロナが収束し、充
実した子ども時代が送れることを願ってやみません。（ナガタ）

■初めての広報紙づくりの参加は、思っていたよりすごく大変でし
た。そして、楽しかった。何か一つでも誰かの心に残ってくれたらい
いなぁ。（ムラカミ）

■毎日、子どものだれかとケンカしてる。ガッと爆発して、でもすぐ冷
静になって、言いすぎたごめんって謝ってる。 3 分我慢すればOK、
って言われてるらしい…。 そんな関係も、まあありかな。（カキタ）

■今 “ 役に立つ ”“ 需要がある ”ものが驚く速さで世に出る。でも、
そうでないものを生かすかが、未来の社会やひとが、よりよくあれ
るかを決める。子どもの無垢な驚きや発見にも習いたい。（クラタ）
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子どもたちの体験と活躍がすてき！

さまざまな体験・たくさんのなかま…そんな出会いの中で子どもたちがいきいきと活動しているようすなどをお伝えします

3p

SDGsを知っていますか？ 4p

1p

2p

「ひとに、迷惑をかけてはいけません」…？

「あなたのために」いちばんいいこと

第 回

「ひとに、迷惑をかけてはいけません」…？

［こどもステーション山口　広報紙］

こどもステーション山口 WEBサイト
https://kodomo-st.org
こどもステーション山口の新着情報、
さまざまな活動のレポートを紹介しています。

4

《「支え人。」としてのご支援をいただいている企業》
   ■（株）メルシー　■リンドヴルム　■ポーラSweet

【こどもステーション山口の10月の会員】
  正会員 121人  準会員 62人  子ども登録数 236人  計419人

vol.
107

あそぶ・かんじる・そだつ

迷惑をかける、迷惑かけない。　ひとくくりに “迷惑 ”って言葉を使ってきたけど、一体どういうことだろう？

“過去最大級 ”の予報に、何をどこまで備えたら

いいのか…先の台風 10号接近中、買い物や家周りの点検をしながら、備

えの時点で心が折れそうになりました。防災に関する情報はたくさんあり

ますが、自分に必要な情報をうまく取捨選択できていないことや、家族間

で防災意識に開きがあることに気づきました。家族で話し合い、避難経路

の確認や非常用袋を用意しつつ、これからは自宅避難にも備えようと思い

ます。

少し多めに買い置きし、日々の調理で使用しつつ、使った分だけ買い足し

ていく“ローリングストック”という言葉をよく耳にするようになりました。

日常的に使うものを中心に、賞味期限が長く、常温保存できる食品を選ぶ

ことで、急な買い出しや店舗での在庫切れの心配も減ります。我が家では

缶詰（サバ、ツナ、トマト）やレトルト食品、粉類（ホットケーキミックス、小

麦粉）、素（炊き込みご飯や麻婆豆腐）、乾物（高野豆腐、

海草、ナッツ）、調味料などを少し多めに買っていま

す。冷凍庫には肉や魚の干物、うどんを入れてい

ます。家族に合った形で備え、災害時には、できれ

ば食べ慣れた温かいものでホッとしたい。“ 防災

対策 ”と構えず、食品ロスを減らしたい、くらいの

気持ちだと取り組みやすいと思います。（ナガタ） 11
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8月。あっちこっちdeアート「たっちゃんの紙芝居＋」吉敷地区にある赤田神社も会場に。
外の空気を吸いながら、歴史文化を感じる会場で、雰囲気満点。たっちゃんの熱演に心奪われた。

SDGsを知っていますか？

たちどまってミルかんがえてミル

12月12日（土）チェンバロ コンサート
11月25日（水）リースづくりワークショプ

公共ホール音楽活性化支援事業

クリエイティブ・スペース赤れんがはこどもステーション山口が指定管理者
となっています。

赤れんがだより

こどもステーション山口
これからの舞台鑑賞会の予定

《人形劇団クラルテ》

《劇団うりんこ》

トクントクン  ーいのちの旅ー

11月12日（木）

11月29日（日）

 山口市民会館 大ホール

 山口市民会館 小ホール

 山口市民会館 小ホール

 山口市民会館 小ホール

 山口県教育会館ホール

はなのき村
2月20日（土）

《人形劇団 ひとみ座》

左手のピアニスト  智内威雄
3月12日（金）

 クリエイティブ・スペース  赤れんが

山口県総合保健会館

智内威雄  やわらかコンサート
3月13日（土）

舞台劇

《児演協》

ちゃんぷるー
～私が幽霊!?修学旅行～
2021年2月3日（水）

舞台劇

弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中
人形劇

延期公演！

延期公演！

延期公演！

4月3日（土）
《人形劇団 京芸》

火よう日のごちそうはひきがえる
人形劇

人形劇

ローリングストック

  1 月 14日（木）~16日（土）

最近よく目にするこのカラフ

ルなマーク。見たことはあって

も何だろうと思っていました。

「ＳＤＧｓ」とは、Sustainable Development Goals の

頭文字をとったもので、日本語では “ 持続可能な開発

目標 ”といいます。これは、2015 年ニューヨークの国連

総会で採択されました。 今の人たちだけでなく未来の

人たちもこの地球で笑顔で暮らし続けるために必要な

ことを、世界の17の目標としたものです。世界の国々の

政府だけでなく若者や子どもを含む多くの人々や組織

の協力のもと決められました。2016 年から 2030 年ま

での15年間、世界の人々はこの目標の達成に向けて取

り組んでいくことになりました。

世界の目標と言われても何だか分かりにくくて、

自分には遠いことのように今までなら感じてい

たでしょう。 でも年明けにコロナのニュースが

飛び込んできて、最初なんだか遠い国の出来事

だったのにみんながマスクになって、学校が休

みになって、あっという間に私たちの生活は一

変しました。 「世界は案外小さいのだ」と実感し

ました。 少し想像してみてください。 言葉も通じ

ない地球の裏側に住んでいる人たちもたった

一つのことに苦しんでいる。 それはとても悲しいことだ

けど、そのことを共有、共感することで私たちは顔も知

らない世界の誰かに少し優しくなれるかもしれません。 

コロナ禍と言われる今だからこそ、私たちにできるなに

かがあるのかもしれません。

例えば近くの小さな川でプラスチックごみを一つ拾うこ

と。 それは「14．海の豊かさを守ろう」につながります。

自分の身近なことからこの小さい世界のためにできる

何か小さなことを考えてみませんか。

目標が達成すべき年とされる 2030 年。 それは今から

ちょうど 10 年後です。  どんな世界なら私たちや未来の

子どもたちは笑顔でいられるでしょうか。（ムラカミ）

我が家の場合

こどもステーション山口の新マーク入り
寄付つき商品ができました。
舞台鑑賞会等で販売されます。

エス・ディー・ジーズ

  こ
ど

もの
きもち
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こどもステーション山口の舞台鑑賞会には、人形劇や舞台劇などいろんなジャンルがあります。こんな舞台をみてきたよ

スポーツ大会

「いちにちプレーパーク」開催

延期が続いた鑑賞会、ふたたび動き始めました。

7 月12日（日） 山口市民会館 小ホール

7月11日（土） 

世界の色々な遊びを観て、体験して。子どもも
おとなも夢中になってあそびました。体験では
ボランティアスタッフの活躍も光りました。

鑑賞会に先駆けて、10 代～70 代のみなさんが
集まり、演者さんからレクチャーを受けました。

ビンツータンレーハッショウレー

インストラクター養成講座
10 月10日（土） 

会員交流会で、歌子さんの魅力を知ろう！と、リ
モート交流。コンサートでの子どもたちの様子な
どを聞かせていただきました。

歌子さんとリモート交流会

●さら回しもできるようになったし、べーごまもできた
です。（4年女子）
●ボランティアスタッフとして参加させていただきまし
た。子どもたちの反応を間近で感じることができ良
い経験ができました。（40代男性）

（低学年対象）日本独楽博物館

8月27日-30日 各地域交流センター 他

6/20（土）・7/25（土）大雨のため中止・8/22（土）・9/26（土）糸米川砂防園
10/31（土）赤田神社

汗をかきかき熱血紙芝居師たっちゃんのア
ナログ３D紙芝居。紙芝居から飛び出てき
たような熱演に魅了されました。

たっちゃんの紙芝居＋

●クイズがこたえがまちがっても、せいかいの
ようにほめてくれました。（小２男子）
●観客とのコミュニケーションを離れた位置か
らでもとられていて、心の距離はぐっと近
かったと思いました。（小１の母）

（低学年対象）マーガレット一家

「あなたのためだから」と、子どもに言ったことはありませんか？
あなたのことを思って、あなたの将来のために。  その思い、はたして本当に子どものためになっている？

「あなたのために」いちばんいいこと

なかなか大変ではあるけれど、子どもの意思を尊重
した納得のルールができれば、お互いのストレスが
少なくなるはず。

学校はどうでしょう。
どうも子どもの話をきいていると、こうしなきゃい
けない、がたくさんあるみたい。 そのひとつひとつ
の意味を、わからないままただ従っていることも多
いような気がします。
「だって、こうしなきゃ先生に怒られるから」むすめ
がよく言います。
どうしてこうしなきゃいけないのか、そこが本当は
いちばん大事なのに。 もっとハテナを感じて、それ
を言葉にできたらいいのにな、と思います。 そして
その言葉に耳を傾ける余裕を、おとなが持っている
ことが、なにより必要なことかもしれません。

社会はどうでしょう。
子どもが思ったことを言える場所、ありますか？
世界には、うれしいことに “子どもの権利条約 ”と
いう、権利を守る取り決めがあります。 国連で採択
されたのは1989年。 日本でも1994年に批准されま
した。 条約では、子どもの権利を守りつつ、子ども
にとっていちばんいいことを実現しようと謳って
います。
だけど、どれだけの人が知っているかな。おとなは
もちろん、子どもたちにも、ぜひ知ってほしい条約です。

意見はいっていい。
疑問に思えば質問しよう。
親の言うことが絶対じゃないし、先生にだってわか
らないことがある。
おとなも子どもも、ひとりの人間であるということ
を忘れないように。

突然の休校、新しい生活様式。
コロナの影響で、子どもたちはたくさんのことを諦
めてきました。 はっきりとした理由も分からない
まま、命を守るためだから、というおとなたちが口
にする大義名分を素直に受け入れ、身動きもとれな
いまますごしていました。
「あなたのために」を建前に、いまほど、子どもたちの
権利が守られていないときはないかもしれません。
学校が再開しても、あらゆる行事の中止、密になら
ない過ごし方は、子どもが素のままでいることをす
べて否定してきました。

だからこそいま、
考えてみたい、子どもの権利を守る方法。

まずは家庭をみてみましょう。
子どもの意見、聞いていますか？
子どもの話、聞いていますか？
頭ごなしに、だめだからだめ、なんて言っていませ
んか？
おとなだって不安だったけど、子どもはもっと不安
定だったはず。 生活が戻りつつあるいまこそ、子ど
もたちの心を取り戻したいものです。
休校期間の影響で、スマホやパソコンなど、メディ
アと過ごす時間も増えたようです。 しっかり話し
あい、ルールをつくるいい機会かもしれません。

子どもの幸福度を、ユニセフが調査した結果がでて
いました。
日本の子どもたちは、身体的健康度は 1 位なのに、
精神的幸福度は 37 位だとか。
コロナ前の調査のようですが、このアンバランスさ
こそが、日本における子どものありようを表してい
る気がしてなりません。 コロナの混乱を経て、いま
の幸福度がどうなるのかも気になります。
でもそれは、これからのおとなたちの努力によって
変わっていくのでしょう。
ここからどうおとなが動くかで、未来はかわるは
ず、なのです。

子どもにとっていちばんいいことを、考えられるお
となでありたいし、そんなおとなで世の中があふれ
かえってほしいと思います。
あなたにとっていちばんいいことは、あなたがいち
ばんわかっている。
それは、おとなが考えて与えるものではない気がし
ます。
子どものなかにあるものを探し出し、子ども自身が
それに気づけるようにサポートするのが、おとなの
役割なのかもしれません。（カキタ）

2020   7月
10月～

8月 30日（日） 山口市民会館 小ホール

おもしろい！だけじゃない。切なくも楽しい
二人芝居。みんなでいっしょに笑って、泣い
て。コロナバージョンの演出も面白かった。

らくだ

●テンポよく笑ってばかりでした‼一人で何役
もされていてすごい！
●戦時中の話だからとても深い話だった。父が
きらいだけどいなくなってほしくないと思っ
た。とてもかんどうした。（12才男子）

（高学年対象）はぐはぐ☆カンパニー

10月 18日（日） C・S赤れんが
深く染みいる歌声に、小さな子どもたちもおかあ
さんも魅了されて、楽しくなって、最後は安らか
な気持ちになりました。色々な楽器も鳴らしたよ。

歌子さんの
はじめてのコンサート

●はじめは緊張して観ていましたが、徐々に慣れて、最
後は拍手ができるほど楽しんでいました。（36才母）
●ほっぺにちゅ、当分ブームになりそうです。（女性）

（乳幼児対象）

リーフ企画

“だれかが楽しいとこちらも楽しい ”そんな気持ちって、ありますよね。新型コロナウイルスによる自粛後に再開した舞
台鑑賞会。 終始 楽しそうな男の子の笑い声が、会場に響いていました。 彼の特徴的な笑いかたも手伝って、鑑賞会終
了後、何人もの参加者が「彼の笑い声で、こちらも楽しい気持ちになったよ」と笑顔で話していました。

晴天の中 “ いちにちプレーパーク ” が開催されました。 水辺でダムを作る子、水鉄

砲で遊ぶ子、ロープで長縄を始める親子。中でも盛り上がったのは椿油作り。春には

満開だった椿が実になり落ちていたの

です。 早速Ｋさんが実を潰しはじめま

す。 みんな興味津々。 ぼくもわたしもと
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とは、饒舌で機嫌がいい。

学校でも家庭でもない場所で、同世代と話す時間も、心の栄養になっているみたい。
そうだよね。春の自粛期間、私も“大人 ”と雑談したかったな。（ナガタ）
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中高生 12 名が参加し、バスケットボール、バレー

ボール、バドミントン、伝言リレー、スリッパ卓球

の 5 種目を行いました。 こだわったのは自分た

ち仕様にアレンジしたルール。 ほぼ4時間思いっ

きり体を動かし、目標達成！
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子どもたちの体験と活躍がすてき！

コロナがひろがると、健康を守るため、子どもたちの生
活も様々なことが制限されました。そんな中、こんな記
事をみつけました。
「子どもは本来、群れて育つものです。言ってみれば “３
密 ” の中で成長します。（略）今、精神的な “密 ”をどう
作り出すかが問われています。」（日本体育大学教授　野井真
吾さん　6/22 朝日新聞）

こどもステーション山口は、この “群れて育つ ”ことを大
切に活動してきました。
ところが、コロナにみんなが足を止めたとき、こどもス
テーション山口の活動も、世間と同じくなにもできなく
なりました。

こどもステーション山口として、どうするか。
そんな制限のある間も、常に子どもたちの心は変化して
いきます。
このまま中止を続けていてよいのだろうか。
これまでのように友だちと肩をくっつけて観ることや、演
者さんとのふれあいは、もてなくなりました。 けれど、で
きる方法を探そうと、話し合い、色々な工夫を重ね、動き

出すことにしました。  舞台に立つ演者さんも、生の舞台
を子どもたちに届けるため、さまざまな策を考えてくだ
さいました。
マスクの着用、手指・イスなどの消毒、参加人数の制限
…など、さまざまな感染予防対策をとり、ようやく公演を
再開しました。※こどもステーション山口の新型コロナウイルス
感染症対策はHPから。

7月「ビンツータンレーハッショウレー」で久々の再会。
遊びの体験もあり「できた！」という子どもたちのキラキ
ラした声は、ちょっとコロナに疲れたおとなたちにも元
気をくれました。 みんなもこういう場を待っていたし、ワ
クワクすることは心の栄養になりました。8月には、あっ
ちこっちdeアート「たっちゃんの紙芝居＋」で、各地区ま
わっての熱演からエネルギーをもらい、二人芝居「らく
だ」で、いっしょに笑う楽しさを味わいました。
舞台鑑賞会を経て、場を共有して感じあうことから得る
ものの多さを、改めて肌で感じました。

子どもたちの心を引きだせる場を。
子どもは順応性が高いようで、今は、一見さらっと受け

入れて学校生活を送っているように見えます。
しかし、すぐイライラするや集中できないなどの声もあ
るようです。 楽しみにしていた行事も次々なくなり「コロ
ナはこのままなくならないんじゃない？」なんて子どもの
ふとしたつぶやきを聞くと、子どもの出すに出せない心
のモヤモヤを感じます。心の奥から湧き出るはずの感情
の行きどころは、結果抑えることになったり、または、甘え
る怒るなど、違う形で出たりしているような気がします。

だれかが笑っていると自分も楽しい。 人といっしょに笑
いあったり、驚いたり、寄りそいあったり、子どもたちの
心を引きだせる場が、精神的な“密 ”をつくり出すでしょ
う。 今こそ、そのような場をつくる方法をおとなが探して
いきたいですね。
延期になっていた舞台鑑賞会も、感染予防対策をとりな
がら、順次開催されますよ。（クラタ）

中高生
グループ

１本のロープからいろんな遊び

自粛後初公演。緊張感も徐々にほぐれた。

椿の実を潰して、椿油づくりに挑戦

白熱！  スリッパ卓球

鍋を囲んで団らん

1日かぎりの特別な遊び場1日かぎりの特別な遊び場

体を思いっきり動かしたい!!

メインは昼食づくり

7/23（木・祝）  サンフレッシュ山口 体育館

デイキャンプ
8/23（日）  秋吉台家族旅行村

中高生グループ

親のつぶやき

de
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め、フランスパンサンド、みそ汁を作りました。

「親子丼がふわふわ」「暑いから濃いみそ汁で

塩分が取れた」と満足な様子。水風船とボー

ルおにではみんな本気で投げて、走りました。

びしょ濡れになりながらも、晴れ晴れとした表情が印象的でした。
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プレーパークを山口に！
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